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区分 事業名 運営形態 主管 開催会場 実施期間 チーム数 結果

第71回国民体育大会関東ブロック大会　成年男子 主催 山梨 押原公園 2016/8/13～8/14 8 本大会出場2枠）　　山梨県、千葉県

第71回国民体育大会関東ブロック大会　女子 主催 山梨 韮崎中央公園 2016/8/13～8/14 8 本大会出場2枠）　　茨城県、埼玉県

第71回国民体育大会関東ブロック大会　少年男子 主催 山梨 押原公園 2016/8/17～8/18 8 本大会出場4枠）　　東京都、茨城県、千葉県、神奈川県

第50回関東サッカーリーグ 主催 関東サッカーリーグ 関東各地 2016/4/2～9/25
1部10
2部10

1部）　優勝：東京23フットボールクラブ　2位：VONDS市原SC　3位：横浜猛蹴
2部）　優勝：LB-BRB TOKYO　2位：日立ビルシステム　3位：神奈川県教員SC

第52回全国社会人サッカー選手権大会・関東大会 主催
関東各社会人サッカー連
盟

関東各地 2016/6/5～6/19 32
全国出場6枠）　　VONDS市原FC　　ジョイフルホンダつくばFC　　東京23フットボールクラ
ブ　　アイデンティみらい　　エスペランサSC　　流通経済大学FC

第50回関東社会人サッカー大会 主催 神奈川県・社会人連盟
保土ヶ谷公園サッカー
場、かもめパーク　他

2016/11/5～11/20 16
優勝：TUY（神奈川）
準優勝：横浜GSFCコブラ（神奈川）

第23回全国クラブチームサッカー選手権大会・関東大会 主催
山梨県・関東社会人サッ
カー連盟

韮崎市営総合運動場・グ
リーンフィールド穂坂

2016/9/10～9/12 8
優勝：千葉教員サッカークラブ（千葉）
準優勝：O.F.C（群馬県）

第45回全国自治体職員サッカー選手権大会・北関東予選会（茨城・栃木・群
馬・山梨）

主催
群馬県・群馬県自治体職
員サッカー連盟

太田市運動公園サッカー
ラグビー場

2016/6/11～6/13 8
1位 栃木県庁 （栃木） 　2位 日立市役所（茨城）
3位 太田市役所（群馬） 4位 伊勢崎市役所（群馬）
5位 笠間市役所 （茨城）

第45回全国自治体職員サッカー選手権大会・南関東予選会（千葉・神奈川・
埼玉）

主催
千葉県・千葉県自治体職
員サッカー連盟

青葉の森スポーツプラザ
陸上競技場

2016/6/11～6/13 8
1位 さいたま市役所（埼玉） 2位 藤沢市役所 （神奈川） 3位 市川市役所 （千葉） 4位 所
沢市役所 （埼玉）　5位 小田原市役所（神奈川）

第44回関東自治体職員サッカー選手権大会 主催 群馬県・自治体連盟
桐生市陸上競技場・ユー
ユー広場

2016/10/22～10/25 12
優勝：さいたま市役所（埼玉）
準優勝：市川市役所（千葉・前回優勝）
3位：東京消防庁（東京）

JR東日本カップ2016　第90回関東大学サッカーリーグ戦 主催 関東大学サッカー連盟
味の素フィールド西が丘
他関東各地

2016/4/2～11/13
1部12
2部12

1部）　1位：明治大学　2位：筑波大学　3位：日本体育大学
2部）　1位：東京国際大学　2位：東洋大学　3位：神奈川大学

「アミノバイタル」カップ2016 第5回関東大学サッカートーナメント大会 兼
総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント・関東予選

主催 関東大学サッカー連盟
味の素フィールド西が丘
他関東各地

2016/5/28～7/3 32
全国8代表）　　1位：桐蔭横浜大学　2位：早稲田大学　3位：明治大学　4位：国士舘大学
5位：筑波大学　6位：日本体育大学　7位：関東学院大学　8位：順天堂大学

平成28年度　第49回関東大学サッカー大会 主催
群馬県・茨城県・栃木県・
北関東大学サッカー連盟

笠松運動公園、栃木市
総合運動公園、上武大
学

2016/10/29～11/19 8
関東2部昇格チーム：
日本大学（東京）、立正大学（東京）

平成28年度関東信越地区高等専門学校体育大会関東ブロックサッカー競技
兼
第45回関東高等専門学校サッカー選手権大会・全国大会予選

主催
東京都・関東高等専門学
校サッカー連盟

駒沢オリンピック公園総
合運動場

2016/7/16～17 8
1位：茨城工業高等専門学校　　2位：東京工業高等専門学校　3位：小山工業高等専門学
校
※上位2校が全国大会へ出場

2016年度　関東医歯薬獣大学サッカーリーグ　秋季トーナメント大会 後援
関東医歯薬獣大学サッ
カー連盟

関東各大学グランド 2016/10/15～12/4 45
1位T　優勝：日本大学医学部A　準優勝：群馬大学A
2位T　優勝：筑波大学A
3位T　優勝：東海大学

高円宮杯U-18サッカーリーグ2016プリンスリーグ関東 主催
運営委員会、関東各都
県、クラブユース

関東各地 2016/4/10～12/11 10

1位：浦和レッズユース　　2位：桐光学園高校
3位：東京ヴェルディユース
※浦和レッズユースは次年度プレミアリーグEASTへ。
2位・3位チームは参入戦へ出場

第40回日本クラブユースサッカー選手権（U-18）大会　関東予選 主催 関東クラブユース連盟 関東各地 2016/4/9～6/12 51
優 勝：横浜FC　　準優勝：横浜F・マリノス　　3位：柏レイソル　　4位：東京ヴェルディ　　5
位：FC東京　　6位：大宮アルディージャ　　7位：三菱養和　　8位：栃木SC　　9位：川崎フロ
ンターレ　　10位：浦和レッズ　　11位：ヴァンフォーレ甲府

平成28年度Jユースカップ　関東予選 主催 関東クラブユース連盟 関東各地 2016/6/12～9/25 30
優勝：三菱養和
準優勝：東京武蔵野シティ
＊プレーオフ　　東京武蔵野シティ　1-3　塩竃FC（宮城）

平成関28年度第59回関東高等学校サッカー大会 主催
千葉県・関東高校体育連
盟サッカー専門部他

ゼットエーオリプリスタジ
アム、姉崎サッカー場他

2016/6/4～6/6 8
1位：駒澤大学高校（東京都)
2位：八千代高校（千葉県）
3位：昌平高校（埼玉県）

第10回 関東ユース（U-15)サッカーリーグ 主催 3種委員会、クラブユース 関東各都県 2016/3/6～10/23
1部12
2部12

1部　①東京ヴェルディJY　②横浜F・マリノスJY　③横浜FC　　④横浜F・マリノスJY追浜
⑤柏レイソルU-15

第3回 関東ユース（U-13)サッカーリーグ 主催 3種委員会、クラブユース 関東各都県 2016/4/2～12/28
1部16
2部16

1部Aブロック　①FC東京U-15深川　②横浜F・マリノスJY　③大宮アルディージャ
1部Bブロック　①ヴァンフォーレ甲府　②FC東京U-15むさし　③柏レイソルU-15

高円宮杯第28回全日本ユース（U-15）サッカー選手権大会　関東大会 主催 3種委員会 関東各都県 2016/11/5～11/14 48
全国出場8枠　　Aブロック1位：ジェフユナイテッド市原・千葉U-15　　Bブロック1位：湘南ベ
ルマーレJY　　Cブロック1位：川崎フロンターレU-15

関東ユース（U-15）サッカーリーグ参入戦 主催 群馬県、3種委員会
敷島総合公園陸上競技
場/サッカーラグビー場

2016/12/3～12/4 8
TOKYU　Reyes　YOHOHAMA（神奈川）
東京武蔵野シティFC（東京）

第22回関東クラブユースサッカー選手権（U-15）大会　兼
第31回日本クラブユースサッカー選手権（U-15)大会　関東予選

主催 関東クラブユース連盟 関東各地 2016/6/18～7/10 64

①川崎フロンターレ　②横浜F・マリノス 　③クマガヤ SC 　④横浜F・マリノス追浜　⑤大宮
アルディージャ 　⑥鹿島アントラーズつくば 　⑦FC東京深川　⑧三菱養和SC 巣鴨 　⑨
柏レイソル　⑩浦和レッズ　⑪TOKYU S Reyes　⑫前橋FC　⑬VIVAIO船橋　⑭ヴァン
フォーレ甲府

第47回関東中学校サッカー大会 主催 埼玉県中学校体育連盟
浦和駒場スタジアム、
NACK5スタジアム他

2016/8/7～8/9 16
全国出場7枠）　優勝：暁星国際中学校　準優勝：暁星中学校　　第3位：吉岡町立吉岡中
学校　第3位：新島学園中学校　第5位：駿台学園中学校　　第5位：鹿嶋市立鹿島中学校
第7位：さくら市立氏家中学校

第40回関東少年サッカー大会 in 群馬 主催 群馬県・4種委員会
前橋市下増田サッカー
場、前橋市綜合運動公
園

2016/8/19～21 24
優勝：バディーSC　　準優勝：大宮アルディージャジュニア　　第3位：柏レイソルU-12　　第
3位：TEAMリフレサッカークラブ

第27回関東選抜少年サッカー大会 主催 茨城県・4種委員会
ひたちなか市総合運動公
園

2017/2/25～2/26 24
優勝：神奈川県TC　U-12
準優勝：埼玉県TC　選抜
3位：山梨県選抜G /　埼玉県選抜

キヤノン ガールズ・エイト～第14回JFA関東ガールズ・エイト（U-12）サッカー
大会～

主管 茨城県
ひたちなか市総合運動公
園

2017/3/4～3/5 24
優勝：東京都選抜SUMIRE
準優勝：埼玉県U12選抜トレセン
3位：埼玉県U-12選抜TC　/　神奈川県TC U-12 バンデ

JA全農杯チビリンピック2017・関東予選 後援 栃木県・4種委員会他
那須塩原市青木サッカー
場

2017/3/19～3/20 16
優勝：横浜F・マリノスプライマリー
準優勝：江南南サッカー少年団

第38回関東女子サッカー選手権大会 兼
第38回皇后杯全日本女子サッカー選手権大会関東予選

主催 茨城県・女子委員会
ひたちなか市総合運動公
園、笠松運動公園他

2016/9/17～9/25 19
優勝：オルカ鴨川FC　　2位：日テレ・メニーナ　　3位：東京国際大学　　3位：筑波大学　　5
位：早稲田大学　　5位：東洋大学　　7位：浦和レッズレディースユース

第28回関東レディースサッカー大会 兼　第28回全国レディースサッカー大会
関東予選

主催 東京都・女子委員会 清瀬内山運動公園 2016/11/5～6 16
優勝：UILANI　FC（埼玉）
準優勝：横須賀シーガルスレディース（神奈川）
3位：FC　VIDA（千葉）　　4位：小平サッカークラブ（東京）

女
子

国
体

1
種

2
種

3
種

4
種

1



KTFA  2016年度事業報告

区分 事業名 運営形態 主管 開催会場 実施期間 チーム数 結果

第22回関東女子サッカーリーグ 主催 関東8都県・女子委員会 関東各地 2016/4/16～12/4
1部8
2部8

1部）　優勝：早稲田大学　　2位：浦和レッズLY　　3位：ジェフ市原千葉レディースU-18
2部）　優勝：神奈川大学　　2位：武蔵丘短期大学　　3位：FC十文字VENTUS

第30回関東大学女子サッカーリーグ 兼　第25回全日本大学女子サッカー選
手権大会　関東予選

主催
関東大学女子サッカー連
盟・女子委員会

関東各地 2016/8/27～11/20
1部10
2部10
3部11

1部）　優勝：日本体育大学　　2位：早稲田大学　　3位：武蔵丘短期大学
2部）　優勝：関東学園大学　　2位：筑波大学　　3位：山梨学院大学
3部）　優勝　流通経済大学　　2位：日本大学　　3位：文教大学

第20回関東女子ユース（U-18）サッカー選手権大会 兼
第20回全日本女子ユースサッカー選手権大会関東予選

主催 山梨県・女子委員会
押原公園、御勅使南公
園

2016/11/19～11/27 16
1位：日テレ・メニーナ
2位：スフィーダ世田谷ＦＣユース
3位：ジェフ市原千葉レディースＵ-18

第25回関東高等学校女子サッカー選手権大会 兼
第25回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 関東予選

主催 神奈川県・女子委員会
かもめパーク、大和なで
しこスタジアム　他

2016/11/12～11/20 16
優勝：湘南学院高校（神奈川）
2位：星槎国際高校湘南（神奈川県）
3位：十文字高校（東京都）

第21回関東女子ユース（U-15)サッカー選手権大会 兼
第21回全日本女子ユース（U-15）サッカー選手権大会 関東予選

主催 群馬県・女子委員会
群馬県草津町総合グラ
ウンド

2016/6/11～19 24
1位：浦和レッズレディースジュニアユース（埼玉)
2位：ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15（千葉）
3位：十文字中学校（東京）

第5回関東高等学校女子サッカー大会 主催
千葉県・関東高校体育連
盟サッカー専門部他

八幡公園八幡球技場、
市原スポレクパーク他

2016/6/4～6/6 8
1位：星槎国際湘南高校（神奈川県）
2位：前橋育英高校（群馬県）
3位：十文字高校（東京都）

第10回関東レディースエイト（O-40）サッカー大会 主催 山梨県・女子委員会 押原公園 2016/6/11～12 12
優勝：東京アルテミス（東京）
準優勝：インターセプト（東京）
3位：NBS VIBANA

第10回関東レディースエイト（O-45）サッカー大会 主催 千葉県・女子委員会 成田市中台運動公園 2016/9/4 10
優勝：NBS
準優勝：柏ソレイル
3位：青梅FCビクトリー

第4回全国シニア（40歳以上）サッカー大会関東地区予選会 主催 茨城県・シニア委員会
ひたちなか市総合運動公
園

2016/6/26 8
第1代表：Tドリームス（東京）
第2代表：横浜シニア（神奈川）

第15回全国シニア（50歳以上)サッカー大会関東地区予選会 主催 茨城県・シニア委員会
ひたちなか市総合運動公
園

2016/4/24 8
第1代表：千葉四十雀サッカークラブ（千葉）
第2代表：東京ベイフットボールクラブO-50（東京）

第17回全国シニア（60歳以上）サッカー大会関東地区予選会 主催 千葉県・シニア委員会 市原スポレクパーク 2016/12/3～12/4 8
優勝：埼玉シニア60
準優勝：千葉四十雀SC
3位：東京都選抜（セレクシオン・トキオ・ロホ・フットボールクラブ）

第10回関東シニアサッカー選手権大会（O-40) 主催 栃木県・シニア委員会 河内総合運動公園 2016/11/26～27 8
優勝：ＦＣ船橋（千葉）
準優勝：ドリーム水戸シニアＦＣ（茨城）
3位：等級北区シニアＦＣ・40（東京）

第10回関東シニアサッカー選手権大会（O-50) 主催 群馬県・シニア委員会
敷島公園サッカーラグ
ビー場　他

2016/12/17～12/18 8
優勝：FC浦和シニア（埼玉）
準優勝：ラッツォス古河FC（茨城）
3位：Azul神奈川FC（神奈川）

第11回関東シニアサッカー選手権大会（O-60) 主催 東京都・シニア委員会 清瀬内山運動公園 2016/9/10～11 8 優勝：埼玉シニア60（埼玉）　　準優勝：Lazos2011（東京）

第7回シニア（70歳以上)サッカーフェスティバル関東予選 兼
第4回関東シニアサッカー選手権大会（O-70)

主催 千葉県・シニア委員会 市原スポレクパーク 2016/12/3～12/4 8 第1代表：群馬県　　第2代表：千葉県

第3回全日本ユース（U-18)フットサル大会・関東大会 主催 山梨県
小瀬スポーツ公園体育
館

2016/7/3 8
1位：FOOTBOZE FUTSAL U-18（東京）
2位：中央学院高校A（千葉）

第12回全日本大学フットサル大会・関東大会 主催 埼玉県
熊谷スポーツ文化公園く
まがやドーム体育館

2016/7/8 8
優勝：順天堂大学GAZIL/jfc（千葉）
準優勝：多摩大学体育会フットサル部（東京）

第13回全日本女子フットサル選手権大会・関東大会 主催 千葉県 千葉ポートアリーナ 2016/9/17～18 14
優勝：VEEX TOKYO Ladies（東京）
準優勝：SAICOLO（埼玉）
3位：シュートアニージャ（神奈川）／　FFC　Estrela NOVO川口（埼玉）

第22回全日本ユース（U-15）フットサル大会・関東大会 主催 東京都
エスフォルタアリーナ八
王子、小金井市総合体
育館

2016/10/29 2016/11/27 12
優勝：ＡＣカラクテル（千葉）
準優勝：フウガドールすみだウイングス（東京）

第7回全日本女子ユース(U-15）フットサル大会　関東大会 主催 東京都
エスフォルタアリーナ八
王子、小金井市総合体
育館

2016/10/29 2016/11/26 8
優勝：十文字中学校（東京）
準優勝：CANA CRAVO FC（千葉）

第22回全日本フットサル選手権大会・関東大会 主催 神奈川県 神奈川県立体育センター 2017/1/13～1/15 16
優勝：ASVペスカドーラ町田アスビランチ
準優勝：府中AFCサテライト　　3位：柏トーア’82

第18回関東フットサルリーグ（1部） 主催 関東フットサル連盟 関東各地 2016/6/11～12/24 9
優勝：リガーレ東京　　2位：ファイルフォックス府中
3位： 柏トーア’82

第18回関東フットサルリーグ（2部） 主催 関東フットサル連盟 関東各地 2016/6/5～12/24 12
優勝： PSTCロンドリーナ　　2位： malva ibaraki fc
3位： O-PA

第7回関東女子フットサルリーグ 主催 関東フットサル連盟 関東各地 2016/6/19～12/25 9
優勝： さいたまSAICOLO　　2位： フウガドールすみだレディース　　3位： VEEX TOKYO
Ladies

第32回全国選抜フットサル大会（男子）・関東大会 主催
関東フットサル連盟・栃
木県

栃木県県南体育館 2016/5/21～22 8 1位：千葉県選抜　　2位：群馬県選抜

トリムカップ2017　第9回全国選抜フットサル大会（女子）・関東大会 主催
関東フットサル連盟・群
馬県

渋川市総合体育館 2017/1/28～29 8 1位：東京都選抜　　2位：千葉県女子選抜

第19回関東フットサルリーグ（2部）参入戦 主催
関東フットサル連盟・茨
城県

常総市水海道総合体育
館

2017/1/22 8
Aブロック1位：ペスカドーラ町田／アスピランチ（東京）
Bブロック1位：パディランツアーレ（神奈川）

第19回関東フットサルリーグ1部・2部入替戦 主催
関東フットサル連盟・茨
城県

常総市水海道総合体育
館

2017/2/19 6

①　ＦＣｍｍ（1部8位）　4-6　malva ibaraki fc（2部2位）
＊1部昇格：malva ibaraki fc
②　 フュンフシュピーラー山梨（2部12位）　2-4　ペスカドーラ町田／アスピランチ
＊2部昇格：ペスカドーラ町田／アスピランチ
③　ＮＯＶＯ　ＭＥＮＴＥ（2部11位）　6-9　バディランツァーレ
＊2部昇格：パディランツァーレ

第8回関東女子フットサルリーグ参入戦 主催
関東フットサル連盟・茨
城県

常総市水海道総合体育
館

2017/2/18 8
Ａブロック１位：タパジーダ（東京）
Ｂブロック１位：アヴェントゥーラ川口（埼玉）

第8回関東女子フットサルリーグ入替戦 主催
関東フットサル連盟・茨
城県

常総市水海道総合体育
館

2017/2/19 4

①　カフリンガボーイズ東久留米（女子8位）　5-2　アヴェントゥーラ川口
＊残留：カフリンガボーイズ東久留米
②　フォレストアネックス（女子９位）　４対４　タパジーダ
＊残留：フォレストアネックス
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区分 事業名 運営形態 主管 開催会場 実施期間 チーム数 結果

ユースフットサル選抜トーナメント2017　関東大会 主催
関東フットサル連盟・山
梨県

小瀬スポーツ公園体育
館

2017/2/25 8 1位：東京都U18選抜B　　2位：千葉県選抜U-18

第11回全国ビーチサッカー大会・関東大会 主催
茨城県・関東ビーチサッ
カー連盟他

鹿島平井海岸　ビーチ
サッカー場

2016/07/30～8/6 16
優勝：バモス ア ラ カーサ （千葉）
準優勝：東京レキオスBS（東京）
3位：レーヴェ 横浜（神奈川）

第3回関東ビーチサッカーリーグ2016 主催 関東ビーチサッカー連盟 茨城県他 2016/4/24～10/9 10
優勝：東京レキオスBS（東京）
2位：バモス ア ラ カーサ（千葉）
3位：レーヴェ横浜（神奈川）

関東審判研修会 主催 審判委員会 関東各地

①6/3～6/5 ②7/16～
7/18　③8/7～9　④8/12
～14、8/16～18 ⑤11/4
～11/6

－
①関東高校サッカー大会　②韮崎フェスティバル　③関東中学校サッカー大会　④国体関
東ブロック　⑤関東社会人サッカー大会

関東審判研修会（強化研修会） 主催 審判委員会 群馬県 2017/3/11～12 － 群馬プーマカップ

サッカー1級審判員候補予備審査会 主催 審判委員会
味の素スタジアム西競技
場、上武大学

2016/1/29・2/19 －

開幕前研修会 主催 審判委員会 JFAハウス 2017/3/5 －
205名出席
＊インストラクター、審判員（男女、フットサル）、各県委員長等

サッカー2級昇格審査会 主催 審判委員会
野田市陸上競技場、成
田市中台運動公園

2016/4/17・10/10 －

関東ユース審判員研修会（2016ナイキ・アントラーズカップU-12） 主催 審判委員会 茨城県鹿島 2016/7/16～7/18 －

１級審判員認定第一次審査合格者研修会・視察 主催 審判委員会 大阪J-GREEN堺 2016/7/21～7/22 －

部会開催、その他部運営に関わる業務 主催 審判委員会 － 通年 －

関東審判研修会 主催 審判委員会 関東各地

①6/3～5
②8/12～14
③9/17～19
④11/11～１3

－
①関東高校サッカー大会　②国体関東ブロック　③関東女子サッカー選手権大会　④関
東高校女子サッカー選手権大会

1級強化試合 主催 審判委員会
ひたちなか市総合運動公
園

2016/9/24～25 －

部会開催、その他部運営に関わる業務 主催 審判委員会 － 通年 －

インストラクター派遣業務 主催 審判委員会 関東各地 通年 － 関東各リーグ、大会へのインストラクター派遣業務

審判インストラクター研修会 主催 審判委員会 関東各地 2016/8/28 －

審判インストラクター研修会（新アセスメントレポート作成他） 主催 審判委員会 関東各地
2016/10/30
2016/12/10

－

審判インストラクター研修会（リカバリー研修会） 主催 審判委員会 関東各地 2017/3/20 －

サッカーインストラクター２級認定講習会 主催 審判委員会 関東各地 2016/10/15～16 －

部会開催、その他部運営に関わる業務 主催 審判委員会 － 通年 －

フットサル審判員研修会 主催 審判委員会 関東各地
①2016/5/14
②2016/10/28～29
③2017/1/13～15

－ ①浦安市運動公園　②全日本ユース（U15）　③全日本フットサル関東大会

フットサル1級体力測定・フットサル1級候補試験 主催 審判委員会 関東各地 2017/1/29 －

ビーチサッカー審判研修会 主催 審判委員会 鹿島平井海岸
①2016/4/23
②2016/7/30～7/31

－

フットサル2級審判員昇格審査会 主催 審判委員会 関東各地
①2016/4/29
②2016/11/12

－

フットサル2級インストラクター認定講習会 主催 審判委員会 関東各地 2017/1/21～22 －

フットサル2級インストラクター研修会 主催 審判委員会 関東各地 2016/5/21 －

フットサルインストラクター派遣業務（リーグ・他） 主催 審判委員会 関東各地 通年 －

部会開催、その他部運営に関わる業務 主催 審判委員会 － 通年 －

審判員派遣業務（各種大会） 主催 審判委員会 関東各地 通年 －
関東協会主催大会・リーグ関東協会加盟各連盟事業、JFA主催大会当への審判員派遣
業務を実施。

部会開催、その他部運営に関わる業務 主催 審判委員会 － 通年 －

審判委員会 主催 審判委員会 JFAハウス

①2016/4/24
②2016/6/26
③2016/8/21
④2016/10/23
⑤2016/12/11
⑥2017/2/19

－

1級審査判定会議・基準説明会 主催 審判委員会 東京都 2016/4/8 －
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区分 事業名 運営形態 主管 開催会場 実施期間 チーム数 結果

その他審判委員会運営に関わる業務 主催 審判委員会 － 通年 －

関東U-16トレセンリーグ 主催 技術委員会
市原スポレクパーク、鹿
島ハイツ、ナススポーツ
パーク他

2016/4/24～2017/2/26 8 1位：神奈川　　2位：群馬　　3位：埼玉

関東U-16サテライトカップ 主催 技術委員会
HASAKI SOCCER
VILLAGE（茨城）

2017/2/25～26 5
初開催として試験的にセカンドチームを対象とした『サテライトカップ』を実施。
最後まで、多くの選手に刺激を与え、一定の成果を得た。
参加チーム：埼玉・神奈川・群馬・栃木・茨城

関東U-15トレセンリーグ 主催 技術委員会
矢田部サッカー場、清瀬
内山運動公園、韮崎市
御勅使サッカー場他

2016/9/25～11/27 8

1位：神奈川　　2位：東京　　3位：群馬
関東リーグをマッチデーから外せたことと、9～11月の3日間に凝縮して行う事で選手派遣
がスムーズになり、トップトップ同士での対戦が実現した。県代表同士の意義のある内容
となり積年の課題が解決した。

関東U-14トレセン交流戦 主催 技術委員会 関東各地 2016/6/26～2017/2/26 8 1位：群馬　　2位：神奈川　　3位：埼玉

関東U-13トレセン交流戦 主催 技術委員会 関東各地 2016/6/26～2017/2/26 8

1位：栃木　　2位：茨城　　3位：群馬
発育段階を考慮しスモールピッチ（94m×60m）で実施。相手との間合いを短くすることで、
攻防に技術を求めていく演出を行った。また、ユース審判員を積極的に活用し、経験を積
む研鑽機会を提供している。

関東U-12トレセン交流戦（ナショナルトレセンU-12関東選考会） 主催 技術委員会 鹿島ハイツ（茨城） 2016/12/3～4 8 1位：埼玉　　2位：神奈川　　3位：千葉

関東トレセンコーチ研修会 主催 技術委員会 鹿島ハイツ（茨城） 2016/7/2～3 －

8都県よりU-16、U-14、U-12、女子、GK各トレセンコーチ合計39名により研修会を実施し
た。この研修会に参加し、各FAにてトレセンの選手たちに刺激のある良い指導をしてもら
うためや、FA全体もしくはFAの各種別にてトレセン講習会にて落とし込みをして頂くため
に、指導実践、実技講義を研修した。今後のトレセンでの取り組みや、日本の育成につい
ての方向性など共有できた。

地域トレーニングキャンプU-17関東 主催 技術委員会 鹿島ハイツ（茨城） 2016/10/12～13 －
8都県4名合計32名が参加。育成年代のクライマックスと言えるU17の選手発掘、強化がメ
インし、各年代のトレセン活動や各代表経験者ばかりでなく、今まで表に出ていない遅咲
きの選手の発見などを目的として開催。

関東GKキャンプ 主催 技術委員会 鹿島ハイツ（茨城） 2017/1/28～29 －

各FAのGKプロジェクトメンバーのチーフが集まり（群馬県のみ不参加）関東GKキャンプの
共通認識が出来た。各FAのGKプロジェクトメンバー主導でTRを行ってもらったが、選手達
が高い意識のもとでTRを行う事が出来た。U-13 U-14ということでテクニックの部分を主
にアプローチしていた。丁寧に時間をかけて教えていて改善・向上は見られた。

ナショナルトレセンセンターU12関東（NTC U12関東） 主催 技術委員会 鹿島ハイツ（茨城）
①2016/11/4～5
②2016/12/3～4
③2017/1/7～9

－
11月シミュレーション、12月選考会、1月の本番と3段階で実施。本番は120名の指導者が
参加して研修会を実施。選手は80名（FP64名、GK8名、女子8名）が参加して開催された。

ナショナルトレセンセンターU-14東日本　前期選考会 主催 技術委員会 敷島運動公園（群馬） 2016/4/24 － ナショナルトレセンU-14東日本＜前期＞へ参加する38名を選考した。

A級トライアル 主催 技術委員会 武蔵高校（東京） 2017/3/12 － 50名程度の参加者により開催された。

地域女子トレセンスタッフ研修会　関東 主催 技術委員会 鹿島ハイツ（茨城） 2016/9/24～25 －

関東地域での女子トレセン指導者ならびに女子に関わる指導者のスキルアップと養成を
目的に関東8都県から31名の指導者が参加して開催された。講義で“Guided Discovery”
“褒めることで基準を示す”ことを伝達したうえで指導実践を行う中で具体的に示したこと
によって、参加した指導者の中に浸透させることができた。

関東トレセン女子U-15 主催 技術委員会 鹿島ハイツ（茨城）
①2016/8/20～21
②2016/9/24～25
③2016/10/22～23

－
関東8都県で活動する中学年代の女子選手のタレント発掘及び選手育成を目的として8
月、9月、10月に開催。1回目は中学3年生を対象に37名、2回目および3回目はそれぞれ
82名が参加した。

関東トレセン女子U-12（関東トレセンリーグU-12女子交流、U-12女子選抜） 主催 技術委員会
鹿島ハイツ、下増田運動
場、熊谷文化スポーツ文
化公園

①2016/10/23
②2016/12/3～4
③2016/12/11
④2017/1/22

－
関東地域におけるU-12年代の女子選手の育成・優秀な選手の発掘及びU-12年代に携
わる指導者のレベルアップ・指導者間の交流を目的として計4回開催。
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